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商品・サービスのご案内

預金商品
預金の種類 特　　　色 お預入期間 お預入金額

当座預金 会社や商店が、お取引上、安全で便利な小切手・手形をご利用になれます。 出し入れご自由 １円以上

普通預金 給与・年金のお受け取り、公共料金の自動支払など、日常のお財布代わりにご利用いただけます。キャッシュ
カードも全国ネットでご利用できます。 出し入れご自由 １円以上

無利息型普通預金
（決済用預金） ペイオフ全面解禁後も預金保険制度により全額保護されます。利息はつきません。 出し入れご自由 １円以上

普通預金（教育資金
一括贈与専用口座） 租税特別措置法にもとづく教育資金非課税措置の適用を受けるための口座です。 入出金ともに一定の

条件があります。
１円以上
1,500万円以内

総合口座 一冊の通帳で、普通預金に担保として定期預金及び、定期積金をセットし、必要なときには担保預金の
90％、最高200万円まで、自動的に融資が受けられます。 出し入れご自由 1円以上

貯蓄預金 普通預金よりも利息が有利です。給与・年金の受取、公共料金等の自動支払いはご利用できません。Ⅰ型に
おいては、1ヶ月のお支払い回数は5回まで、それ以上は手数料が必要です。 出し入れご自由 残高30万円以上（Ⅰ型）

残高10万円以上（Ⅱ型）

通知預金 まとまったお金の短期運用に便利です。 7日間以上 １円以上

期日指定定期預金
（自由金利型定期預金）

利息計算は1年複利、お預け入れ後1年間の据置期間が経過すれば、いつでも払戻日が指定でき、預金の
一部の金額でも払戻できる個人専用の定期預金です。（解約払戻日や一部支払いの払戻日は1ヶ月前にご
指定ください）

最長3年
（据置期間1年）

1,000円以上
300 万円未満

スーパー定期（自由
金利型定期預金） 市場金利の動向に応じて金利が決定され、余裕資金の運用に最適です。 1ヶ月以上

5年以内 1,000円以上

定額複利預金 利息計算は、半年複利。お預け入れ後半年間の据置期間が経過すればいつでも払出が可能です。 5年
（据置期間6ヶ月）

1万円以上　
1,000万円未満

大口定期預金
（自由金利型定期預金） 金融市場の金利動向に応じて金利が決定され、1,000万円以上の運用に最適の預金です。 1ヶ月以上

5年以内 1,000万円以上

変動金利定期預金 お預入日から6ヶ月ごとに利率を見なおす定期預金です。 1年以上3年以内 １,000円以上

すこやか定期

Ⅰ型 年金受給者向けで最高200万円までお預入が可能です。金利は店頭表示に上乗せでお得な預金です。 1年 1,000円以上
200万円以内

Ⅱ型 年金受給者向けで最高500万円までお預入が可能です。金利は店頭表示に上乗せでお得な預金です。 1年 1,000円以上
500万円以内

Ⅲ型 公的年金の受取指定をご予約された方を対象にした定期預金です。金利は店頭表示に上乗せでお得な預
金です。

受給権発生日を満期日とする
期日指定定期預金(3年以内)

1,000円以上
200万円以内

介護支援定期預金 「要介護・要支援」者の認定を受けておられる方、及びその方を介護する家族の方に限り、1家族300万円
まで預入できます。金利は店頭表示金利に上乗せでお得です。 １年 1,000円以上

300万円以内

スーパー定期積金 事業の拡張資金・財産形成・住宅の新築・増改築資金・結婚資金など計画的に準備する預金です。 1年以上5年以内 5,000円以上

にししんシルバー
あい積金

年金受給者向けで掛込は隔月に自動振替によります。また金利も店頭表示に上乗せで非常に便利でお得
です。

2年以上
5年以内

1回掛込
2万円以上

一般財形預金 貯蓄目的が自由な、勤労者の財産づくりに有利な預金です。 3年以上 1,000円以上

財形住宅預金 住宅取得のための資金づくりの預金です。元金550万円（財形年金預金と合算）まで、お利息が非課税の
特典があります。 5年以上 1,000円以上

財形年金預金 将来の年金資金づくりの預金です。元金550万円（財形住宅預金と合算）までお利息が非課税の特典があ
ります。 5年以上 1,000円以上

事業者向けご融資

一般のご融資

手形割引 一般商業手形を割引いたします。
でんさい割引（電子記録債権割引） 商取引に基づき発生したでんさいネットが取り扱う電子記録債権を割り引きいたします。

手形貸付 仕入れ資金など短期運転資金としてご利用いただけます。

証書貸付 設備資金など長期の資金需要としてご利用いただけます。

当座貸越 一定のご契約額まで当座決済資金をご利用いただけます。

事業者カードローン ご契約極度の範囲で必要なときにすぐご利用いただけます。

各種制度融資 兵庫県・各市町村制度融資をお取扱いしております。

創業支援融資

にししん新事業支援融資 宍粟市内で新規事業・新事業分野への進出に
対するご融資 500万円以内 5年以内 担保は原則不要

日本政策金融公庫連携融資制度
「にししん創業サポート融資」

新たに事業を開始するまたは事業を開始して
間もない方に、当金庫と日本政策金融公庫が
連携して事業資金を提供します。

500万円以内 運転資金5年以内
設備資金7年以内

担保は原則不要、保証人は
原則経営者のみ

主な事業者向け
代理店・代理業務融資

信金中央金庫 運転資金・設備資金等、資金使途に合わせてご利用いただけます。
日本政策金融公庫 小規模企業向けの小口資金、中小企業向けの長期資金、農林漁業や食品産業向けの事業資金

（注） ）ご融資の種類により担保や保証条件が異なります。また保証料など別途頂戴する商品もございますので、各種ご融資の商品内容や条件につきましては、窓口へお気軽にご相談ください。

個人向けご融資
ローンの種類 資金の使いみち 返済期間 ご融資額 保証先・担保・保証人

しんきんカードローン 事業資金以外は自由 3年 10万円～100万円（10万円単位） しんきん保証基金

にししん小口カードローン 事業資金以外は自由 2年（定額返済方式） 10万・20万・30万・50万円 ジャックス

にししんきゃっするⅡカードローン 事業資金以外は自由 5年 10万円以上500万円以内 信金ギャランティ

住宅ローン 住宅の購入・新築・増改築・自宅用地の購入 35年以内 10万円以上10,000万円以内 不動産、保証人

しんきん住宅ローン 住宅の購入・新築・増改築 35年以内 50万円以上8,000万円以内 しんきん保証基金

全国保証住宅ローン 住宅の購入・新築・増改築・自宅用地の購入 35年以内 10万円以上6,000万円以内 全国保証

にししんジャックスリフォームローン 住宅の増改築、住宅の設備機器、
50kw未満の太陽光発電設備 6ヶ月以上20年以内 10万円以上1,500万円以内、

太陽光発電設備のみ2,000万円以内 ジャックス

にししんジャックス無担保型借換住宅ローン 住宅ローン借換資金 6ヶ月以上20年以内 50万円以上1,500万円以内 ジャックス
にししんジャックス住宅購入・借換サポートローン 住宅の新築・購入、住宅ローン借換資金の不足額 6ヶ月以上15年以内 10万円以上500万円以内 ジャックス
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個人向けご融資
ローンの種類 資金の使いみち 返済期間 ご融資額 保証先・担保・保証人

リフォームプラン・エコ
太陽光発電システム・エコキュート・エコウィル
等のエコ関連設備の購入・設備及びそれと合
わせたリフォーム・借換資金

15年以内 1,000万円以内 しんきん保証基金

マイカーローン マイカー購入・車検・修理費用 10年以内 500万円以内 しんきん保証基金

カーライフプラン・エコ 電気自動車、ハイブリッド車等のエコカーの
新車限定商品 10年以内 500万円以内 しんきん保証基金

にししんジャックス
マイカーローン

自動車購入資金・車検費用・修理費用・マイ
カーローン借換資金 6ヶ月以上10年以内 10万円以上700万円以内 ジャックス

フリーローン
事業資金・債務肩替わり資金以外は自由 7年以内 10万円以上300万円以内 オリエントコーポレーション
自由（債務肩替わり資金も可） 6ヶ月以上～7年以内 10万円以上300万円以内 クレディセゾン

しんきん個人ローン マイカー・旅行・医療・電化製品等の購入 10年以内 500万円以内 しんきん保証基金
しんきん学資ローン 入学金・授業料等 最長15年 50万円以上300万円以内 しんきん保証基金
しんきん教育カードローン 入学金・授業料等 最長15年 50万円以上300万円以内 しんきん保証基金

にししん教育ローン 入学金・授業料等 10年以内 1万円以上500万円以内、医学部・薬学部等
6年制大学の場合は1,000万円以内 しんきん保証基金

にししんジャックス教育ローン 入学金・授業料等 6ヶ月以上15年以内 10万円以上500万円以内、医科・歯科・獣医科・
薬科大学または学部の場合は1,000万円以内 ジャックス

しんきん無担保住宅ローン 住宅の購入・新築・増改築・借換 3ヶ月以上20年以内 1,000万円以内 しんきん保証基金
しんきんシニアライフローン マイカー・旅行・医療・電化製品等の購入 3ヶ月以上10年以内 100万円以内 しんきん保証基金

商品利用にあたっての留意事項
金融機関の商品には、変動金利商品のようにお客様の予想に反して金利が上下したり、金利とは別に手数料や保証料を求めたりする商品もございます。
お借入の際には、ご無理のない計画的なご利用をお勧めいたします。

各種サービス
サービスの種類 特　　　色

でんさいネット（電子記録債権） 従来の手形に代わる新たな決済手段です。手形とは異なり、印紙税はかかりません。また、債権の分割ができます。さらに、期日に資金が振込
入金されその日から利用できるなどの特徴があります。

キャッシュサービス 当金庫のキャッシュカードは当金庫の自動機コーナーのほか全国の金融機関の自動機コーナーで利用できます。また他金融機関、クレジット
会社発行のキャッシュカードも当金庫の自動機で利用できます。

デビットカードサービス デビットサービス加盟店でお買い物やご飲食をされる際に、お持ちのキャッシュカードで現金を持たずにお支払いいただけるサービスです。

クレジットカードサービス しんきんVISAカード、しんきんJCBカード等、各種カードの取り扱いをしております。

公共料金等の自動支払 電気・ガス・水道・電話・NHKの公共料金や申告所得税等をご指定の口座から自動的に支払います。

給与・年金受取サービス 給料・ボーナス、各種年金をご指定の口座で自動的に受け取れます。

自動送金サービス 家賃や地代など毎月一定額の支払いを指定日に当金庫本支店、及び他金融機関の指定口座に送金します。

FB サービス お取り引き口座の残高、お取り引き口座の明細の照会や振込、資金移動がパソコンや専用端末多機能電話・ＦＡＸなどを使って手軽に利用できます。

テレフォンバンキング ご家庭の電話・携帯電話で振込や残高照会ができます。

個人インターネットバンキング 携帯電話、インターネットで振込や残高照会ができる情報化時代にマッチしたサービスです。

法人インターネットバンキング インターネットに接続したパソコンから当金庫のホームページにアクセスして、毎月の支払いや給与支払いを一括して行うことができます。

口座振替受付サービス 当金庫のキャッシュカードで、収納機関において預金口座振替契約が締結できるサービスです。

しんきん携帯電子マネーチャージサービス お客様の預金口座から携帯電話の「おサイフケータイ」に、その場でチャージ（入金）できるサービスです。

ネット口座振替受付サービス お客様の携帯電話、パソコンから収納機関のインターネットサイトで、預金口座振替契約を締結できるサービスです。

しんきん ATM ゼロネットサービス しんきんキャッシュカードなら、全国どこのしんきんATMでも、平日／8:45～18:00の入出金、土曜日／9:00～14:00の入出金のご利用手数料が無料です。

貸金庫 預金証書・権利書等の重要書類、宝石・貴金属など大切な財産を盗難、災害などから守ります。

夜間金庫 金庫の営業終了後に、お客様の手持ち現金、お店の売上金をお預かりし、指定の口座に入金します。

サッカーくじ払戻し業務 サッカーくじ（toto）の払戻し業務を行っております。取扱店舗は次の通りです。
本店営業部・加古川支店・夢前支店・龍野支店・姫路中央支店

その他の商品
サービスの種類 特　　　色

外国通貨預金 短期的な運用に便利です。なお信金中央金庫を通じての取り扱いになります。米ドルのみの取り扱いとなっています。

国債の窓口販売 個人向け国債、長期利付国債、中期利付国債を取り扱っております。

投資信託の窓口販売

中期国債ファンド、しんきん国内債券ファンド、アセット・ナビゲーション・ファンド、ノムラジャパンオープン、MHAMスリーウェイオープン、しん
きんインデックスファンド225、しんきんトピックスオープン、損保ジャパングリーン・オープン、日興ジャパンオープン、ダイワバリュー株オー
プン、しんきん海外ソブリン債セレクション、しんきん3資産ファンド、DIAM高格付インカムオープン、しんきんJリートオープン、を取り扱っ
ております。

外貨宅配 世界36地域の外国通貨を最短で翌日にご指定の場所までお届けします。

確定拠出年金 確定拠出年金は、「企業型」と「個人型」の2つのタイプがあり、充実した老後の生活を実現するための資産を、自らの責任で形成していく新
しい年金制度です。

しんきんグッドすまいる 当金庫にて住宅ローンをご利用されるお客様に対しまして、火災保険・地震保険・家財保険へのご加入ができます。

しんきんグッドサポート 住宅ローンをご利用になるお客様が病気やけがにより就業できなくなったとき、保険金によりローン返済月額をカバーします。

しんきんグッドパスポート 海外旅行保険を取り扱っております。海外旅行中のけがや病気、予期せぬ賠償責任や携行品の損害に備える保険です。

個人年金保険の窓口販売 老後生活資金の準備、資産の運用、相続準備、死亡保障等お客様のニーズに応じた商品を選択できます。

終身保険の窓口販売 万一の保障を一生涯にわたって確保できます。

標準傷害保険の窓口販売 傷害による通院、入院、死亡時に補償が得られます。

まごころ共済の窓口販売 あなた（契約車両）が万が一の事故に遭遇した場合に、事故の当事者である契約車両を運転中のあなたと同乗者、そして相手側の運転者と
同乗者の双方のケガと死亡に対する補償をします。

企業総合賠償責任保険 建設業、製造業、販売業、飲食業ならではのリスクに幅広く対応します。
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